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4 月 2 日に大学の入学宣誓式に引き続いて学部の入学

宣誓式を行いました。入学者受入れの方針(アドミッショ

ン・ポリシー)と卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・

ポリシー)について話しましたが、そこでは管理栄養士を

目指し、栄養学を学修することを通じて、ひとびとの健

康増進と福祉の充実に貢献できる人となってほしいと謳

っております。それは本学の教学理念である自律創世と

もつながります。心の中にこれらを刻んで、充実した学

生生活を送られることを願ってやみません。（森脇 晃義）  

新入生宿泊研修を終えて 
1 年生 山本 優衣 （香川県立高松南高等学校 出身） 

入学してすぐに山陽ハイ

ツで新入生宿泊研修があり

ました。先輩方が企画してく

ださったゲームを行いクラ

スメートや先輩、先生方と交

流を深めました。KJ 法では

『理想の大学生活』をテーマ

に班ごとで意見を出し合い、

発表したことでクラスメー

トの知らない一面を知るき

っかけとなりました。新しい

友達を作ることができる有意義な 2 日間でした。 

新入生歓迎会 
2 年生 金 承孝 （広島朝鮮初中高級学校 出身） 

はじめは 1、2 年生とも

に緊張した面持ちでした

が、人間栄養学科の先生

を紹介したり、同じ弁当

を食べながら大学生活の

不安や期待を共有したり

するうちに打ち解け、か

なりの盛り上がりを見せ

ました。これからは同じ

志を持つものとして、良

き友人であり切磋琢磨す

る関係を築けたら先輩と

して嬉しい限りです。 

収穫祭（栄養セミナーⅡ） 
2 年生 内田 夏綺 （島根県立松江南高等学校 出身） 

収穫祭では、菜園で育

てた夏野菜を使った料理

コンテストを行いました。

班でレシピを考案し、何

回も話し合い、試行錯誤

を繰り返しておいしい料

理を作ることができました。先生や先輩に試食・評価し

てもらった結果、私の班が考案した「夏野菜のチーズ焼

き」は最優秀賞をとることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨地実習を終えて 
4 年生 東海林 典子 （岡山県立高松農業高等学校 出身） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、あいの里リハビリ苑での臨地実習で、給食の衛

生管理や高齢者の栄養アセスメントを経験しました。給

食の献立作成では、利用者様が飽きないように食材や料

理の重複を避けたり、季節メニューを活用したりしてい

たことが印象的でした。食事は栄養価も大切ですが、利

用者様の満足度も重要であることを学びました。 

 

4 年生 松原 有美 （岡山県立岡山東商業高等学校 出身） 

私はしげい病院で臨地実習を行 

いました。実習では、おやつの調 

理やカンファレンス・回診の見学 

などを行いました。特に印象に残 

っているのは栄養指導です。患者 

様一人ひとりに合わせた指導を行 

うためには患者様の生活背景や想いを汲み取る力、信頼

関係の構築が大切だと学びました。この実習を通して、

食事は治療の基盤であることを改めて実感しました。 

おやつ「小倉ケーキ」 
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出願登録期間 選考日

  2019年11月11日(月)

　　　　　　～11月19日(火)
2019年11月30日(土)

  2020年3月6日(金)

　　　　　　～3月16日(月)
2020年3月20日(金)

  2020年1月7日(火)

　　　　　　～1月15日(水)
2020年2月1日(土)

  2020年1月7日(火)

　　　　　　～1月15日(水)
2020年2月2日(日)

  2020年2月10日(月)

　　　　　　～2月19日(水)
2020年2月29日(土)

Ⅰ期
  2020年1月24日(金)

　　　　　　～1月31日(金)
個別試験は行わない

Ⅱ期
  2020年2月10日(月)

　　　　　　～2月19日(水)
個別試験は行わない

Ⅲ期
  2020年3月6日(金)

　　　　　　～3月18日(水)
個別試験は行わない

社会人・

帰国子女
Ⅱ期

  2020年2月10日(月)

　　　　　　～2月19日(水)
2020年2月29日(土)

出願期間 選考日

  2020年2月10日(月)

　　　　　　～2月19日(水)
2020年2月29日(土)

大学院Ⅱ期

3年次編入Ⅱ期

（一般・指定校）
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特 待 生

自己推薦

公募Ⅱ期

新任教職員の（自己）紹介   
― 波多江 崇 教授 ― 

担当科目は主に公衆衛生学・公衆衛生

学実習・科学の基礎です。薬学部出身で

すが、大学院は医学部の解剖学教室に在

籍していたため、本来は神経解剖学が専

門です。現在の専門は臨床薬学・医療統

計学です。大学院修了直後に佐賀県の管

理栄養士養成施設に解剖生理学・病理学

担当教員として 7 年間携わっておりました。その後、薬

剤師として病院・薬局勤務を経験し、福島県・兵庫県の

薬学部で教員経験を経て、12 年ぶりに管理栄養士養成に

携わることになりました。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

― 川野 光興 准教授 ― 

今年4月より、食品衛生学、微生物

学の担当教員として勤務しておりま

す。今まで約25年間、分子遺伝学およ

び病原微生物学分野の研究を主に行

って参りました。約5年間の米国立衛

生研究所（NIH）での海外研究経験を

生かし、管理栄養士の養成だけでな 

く、国際的視点と研究マインドを持った学生の育成にも

尽力させて頂きたいと考えております。また、薬剤耐性

菌問題を解決すべく、遺伝子編集バクテリオファージを

用いた新規抗菌法の開発にも学生達と精力的に取り組ん

でいきたいと思っています。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

― 山縣 綾香 助教 ― 

今年度より、母校である本学で勤務

させて頂くことになりました。大学院

を修了後、小学校の学校栄養職員、栄

養士養成過程の短期大学の助手とし

て働いていました。本学では管理栄養

士を目指す学生の皆さんをしっかり

とサポート出来るよう、自身の経験を 

生かし職務に励みたいと思っております。よろしくお願

い致します。 

― 中澤 彩 助教 ― 

今年度から中国学園大学に助教と

して着任いたしました。主に実験・実

習の補佐を担当します。大学院を修了

後、学校栄養職員、病院での管理栄養

士を経験してまいりましたが、大学で

の勤務は初めてです。管理栄養士にな

るという目標を少しでも多くの学生 

さんがかなえられるよう、微力ではありますが、全力で

サポートしていきたいです。 

―  山口 久美子 （事務職員） ― 

今年度より総合研究室に勤務させ

ていただくことになりました。学生の

皆さんと直接お会いする機会は少な

いですが、皆さんが楽しく気持ちよく

充実した学生生活が送れるように、少

しでもお役にたてるよう努めてまい

りたいと思っております。よろしくお

願い致します。 

卒業生からのメッセージ 
～管理栄養士として活躍しています～ 
12 期生 吉田 朗子 2017 年卒業 

私は病気の予防がした 

いと思い、健診センター 

で働いています。生活習 

慣病の予防のための指導 

業務を日々行っています。 

その他にも、月 1 回テー 

マを変えて調理実習、子 

ども食堂など食事を通し 

て多くの方に出会い、他 

にない経験をさせて頂いています。働いて感じたことは、

プロとしての最低限の知識が必要なこと、いかに生活に

密着した食の情報提供ができるかです。大学では、知識

をつけるための授業、技術を磨く時間があると思うので、

目標に向かって頑張って下さい。 

 

高大連携授業 
8月5（月）、6日（火）

の2日間にわたって、岡

山県立高松農業高校と

の高大連携授業が行わ

れました。参加した高

校生は35名で、午前は

栄養アセスメントの実

習として身体測定や食 

事記録の評価を、午後は食品学実験を行いました。高松

農業高校出身の学生たちが助手として授業をサポートし、

打ち解けた雰囲気のなか、楽しく学習することができま

した。（木野山 真紀） 

 

中国学園大学【2020年度 入学試験日程】 

 


